
奥田北分館　10月展示リスト（一般展示）：富山の魅力
展示期間　令和3年10月1日（金）～10月31日（月）

番号 タイトル 著者名 出版社 出版年 分類

1 富山ものしり雑学大全 富山テレビ放送/編集 富山 富山テレビ放送 1994年 T049

2
とやまの博物館を楽しむ
 わくわくイラストガイド

富山県博物館協会/編集協力 楓工房 1998.3 T069

3 入門!立山ワールドあんない 富山県[立山博物館]‖編 富山県[立山博物館] 2018.12 T163

4 さまざまな狛犬の姿と形 富山市大山歴史民俗資料館/編集
富山市大山歴史民俗資
料館

2010.9 T173

5 富山県の誕生 浦田正吉‖著 青青編集‖編 楓工房 2019.5 T209.6

6 富山湾 豊かな自然と人びとの営み 秋道/智彌‖編 中井/精一‖編 桂書房 2020.9 T290

7 富山県謎解き散歩 竹島/慎二‖編著 中経出版 2013.3 T290

8
ブラタモリ 13
 京都(清水寺・祇園) 黒部ダム 立山

NHK「ブラタモリ」制作班‖監修 KADOKAWA 2018.9 T290.9

9 北陸の海辺自転車紀行 北前船の記憶を求めて 藤井/満‖著 あっぷる出版社 2016.6 T290.9

10
ねこまた君が行く富山 8つの魅力
 大地 海 景色 川 鉄道 祭 歴史 薬

放送大学富山学習センター∥[編]
立山黒部ジオパーク推進協議会∥[編]

放送大学富山学習セン
ター

2015.3 T290.9

11 富山あるある 入善/あい‖著 ノムラ=ポレポレ‖画 TOブックス 2015.3 T361

12 富山なぞ食探検 読売新聞富山支局/編 桂書房 2008.7 T380.3

13 富山の祭り 町・人・季節輝く 阿南/透‖編 藤本/武‖編 桂書房 2018.3 T380.5

14 とやまの祭り TC出版プロジェクト/制作 富山県観光連盟 2006.8 T380.5

15
とやまの自然を楽しむ 新装改訂版
 イラストガイド

富山県ナチュラリスト協会∥編 楓工房 2013.3 T450
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番号 タイトル 著者名 出版社 出版年 分類

16 蜃気楼写真集 富山湾の神秘・海の幻 魚津蜃気楼研究会/企画編纂
魚津蜃気楼研究会事務
局

2000.5 T451

17 蜃気楼のすべて! 日本蜃気楼協議会‖著 草思社 2016.4 T451.7

18 深層水ってなに? 富山湾深層水を考える会/編著 北日本新聞社 2001.12 T452

19 北陸の湖沼 Toyama・Ishikawa・Fukui 橋本確文堂企画出版室/編集 橋本確文堂企画出版室 1997.3 T452.9

20 とやま恐竜時代 足跡化石とモンゴルの兄弟たち 本田 光信/文と構成 北日本新聞社 1998.7 T457

21 北陸・花の散歩道 Fukui・Ishikawa・Toyama シー・エー・ピー 1993.3 T472

22
花のアルペンルート立山
 フラワーウオッチングガイド

佐藤/卓‖著 ほおずき書籍 2019.7 T472.1

23 白山・立山花ガイド 栂/典雅‖文・写真 橋本確文堂 2020.6 T472.1

24 立山の花めぐり 写真集 増田/恭次郎‖著 増田恭次郎 2017.7 T472.1

25 ホタルイカ 不思議の海の妖精たち 山本/勝博‖著 稲村/修‖監修 桂書房 2016.5 T484

26 富山のさかな 高低差4000mの生物たち。 魚津水族館∥[編] 魚津水族館 2014.3 T487.5

27 とやまキトキト魚名考 蓑島 良二/著 北日本新聞社 2010.10 T487.5

28 らいちょうころころ 立山室堂のライチョウ親子 戸塚/学‖写真 文一総合出版 2018.2 T488

29 富山の探鳥地 バードウォッチングに行こう! 松木 鴻諮/編 桂書房 2012.10 T488

30 くすりの旅BOOK ココロとカラダにうれしい 富山県薬業連合会 富山市薬業物産課/[編] 富山市 2006.12 T499

31 反魂丹の文化史 越中富山の薬売り 玉川 信明/著 社会評論社 2005.12 T499.6

32
北陸日本酒ほろ酔い紀行
 酒と肴とうつわ、ときどき列車

イースト・プレス‖編 イースト・プレス 2016.3 T588

33 北陸の漬けもの誌 北村 綾子/著 高野 悦子/著 北国出版社 1986 T596
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番号 タイトル 著者名 出版社 出版年 分類

34 とやまの「薬膳」料理 北日本新聞社/編 北日本新聞社 1995.3 T596

35 とやまのお魚料理 キトキト魚の簡単レシピ
富山県おさかな普及協
議会

1998.3 T596

36
とやまの郷土料理 レシピ集 設立35周年記念
 ヘルスメイトが伝える富山の食文化

富山県食生活改善推進連絡協議会/企画
富山県食生活改善推進
連絡協議会

2007.12 T596

37 食卓の自然誌 とやまの味再発見 長井 真隆/著 布村 昇/著 北日本新聞社 1984.1 T596

38 地物食のすすめ!
 地元の食材・伝統文化を活かしたわが家・我が地域の自慢料理

北陸農政局消費・安全部消費生活課/[編] 北陸農政局 2007.3 T596

39 野菜の時代 富山の食と農 河畑 達雄/著 桂書房 2008.7 T626

40 富山湾 蜃気楼の海、竜巻の浜、豊漁の港 浜野 敏男/著 竹内 敏信/監修 出版芸術社 2005.9 T660

41
とやま電車王国
 いまは山中、いまは浜 ぐるーり富山を鉄道の旅

北日本新聞社出版部/企画 北日本新聞社 2011.11 T686

42
路面電車の走る街 No.9
 富山地方鉄道 富山ライトレール 万葉線

講談社 2013.12 T686

43 富山の風景 西田亨子画集 西田亨子∥編 西田亨子 2014.12 T723

44
気分爽快富山の25山・25湯
 中高年も女子も楽しいコースガイド

柚本 寿二/著 北国新聞社 2012.4 T786

45 富山の海釣り入門 改訂版 分かりやすさNo1! 北日本新聞社 2015.4 T787

46
日本海沿岸の地域特性とことば
 富山県方言の過去・現在・未来

真田 信治/監修 中井 精一/編 内山 純蔵/
編

桂書房 2004.3 T810

47 おらっちゃらっちゃの富山弁 蓑島 良二/著 北日本新聞社 1992.8 T810

48 日本のまんなか富山弁 蓑島 良二/編著 北日本新聞社 2001.2 T810

49 ほくりく文学散歩
朝日新聞富山支局・金沢支局・福井支局/
編

能登印刷出版部 1999.7 T902

50 富山の俳句散歩 近代秀句をたずねて 藤縄 慶昭/著 新樹舎 2001.2 T913
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